
 

様式Ｃ－１９ 

 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 

 

平成２５年５月３１日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

研究成果の概要（和文）：生体組織におけるコラーゲンを生きたありのままの状態で可視化可能

な生体コラーゲン顕微鏡を用いて、熱傷治癒過程におけるコラーゲン動態の時系列モニタリン

グを行った。まず、程度の異なるラット熱傷モデルの in situ 観測から、生体コラーゲン顕微

鏡が光学的熱傷診断として有用であることを確認した。次に、深 II 度熱傷の治癒過程の時系列

モニタリングから、熱的損傷を受けた真皮コラーゲンは、SHG 光が消失するほど低次構造のア

ミノ酸まで一旦分解された後、新生コラーゲンが産生され、太く発達していく様子を同一個体

で確認した。 

 
研究成果の概要（英文）：We performed time series monitoring of burned dermal collagen fiber 
using collagen-sensitive second-harmonic-generation (SHG) microscopy. SHG images of 
dermal collagen fiber significantly varied depending on the degree of the skin burn, 
indicating a potential for an optical burn assessment. Furthermore, we successfully 
observed the dynamics of wound healing process from the viewpoint of collagen. 
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１．研究開始当初の背景 
 創傷が発生すると、まず、炎症細胞の遊走、
血小板による止血作用、および生理活性物質
の分泌が起こる（炎症期）。その後、線維芽
細胞の産生したコラーゲンに支えられて毛
細血管が発達し、そこへ流れ込む新鮮な血液
が線維芽細胞に栄養や酸素を供給し、更にコ
ラーゲンの産出を促すという自己増殖のサ
イクルが構成される（増殖期）。このように
線維芽細胞、毛細血管がコラーゲンを足場と
し、この三者が支え合って共同作業を行うこ

とにより（肉芽組織）、欠損部を埋め、創面
を覆う。さらに、肉芽組織がコラーゲン以外
の様々な物質やコラーゲン間の架橋などで
結合補強しあい、次第に真皮に近い丈夫な組
織になっていく（瘢痕期）。一方で、創傷の
治癒が遅延すると、過剰に増殖したコラーゲ
ンが蓄積し、肥厚性瘢痕やケロイドを引き起
こす。さらに、皮膚移植を行う場合、移植皮
膚と周囲健全皮膚のコラーゲン配向の不一
致は、予後の拘縮（引きつり）の原因となる。
このように、創傷治癒における生体修復では、
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コラーゲン動態が極めて重要な役割を担っ
ている。しかし、その役割は十分に解明され
ているとは言い難い。 
 コラーゲンは、多細胞動物の細胞外基質
（細胞外マトリクス）の主成分であり、その
総量はヒトでは全タンパク質の約 30%を占め、
生体組織の形態や機械的特性（張り、弾性ほ
か）を決定する上で重要な役割を果たしてい
る。したがって、創傷部におけるコラーゲン
線維の濃度分布や配向構造の変化を『生きた
ありのままの状態（in situ）』で時系列に可
視化できれば、創傷治癒におけるコラーゲン
動態の関与を明らかにするだけでなく、肥厚
性瘢痕やケロイドの発生メカニズムを探る
上でも重要なツールになる。しかし、従来法
（組織学的手法、生化学的手法など）は皮膚
生検を必要とするため、生体コラーゲンを in 
situ で時系列に可視化することは困難であ
った。 
 
２．研究の目的 
 創傷の動物モデルとしてラット熱傷モデ
ルを用い、炎症期〜増殖期〜瘢痕期の各段階
におけるコラーゲン動態を生体コラーゲン
顕微鏡で調査する。ここで、生体コラーゲン
顕微鏡の特徴を最大限に活かし、創傷治癒部
におけるコラーゲン線維の濃度・高次構造・
配向の 3 次元分布をマッピングし、その時々
刻々とした変化を時系列で追跡していくこ
とにより、従来の生化学的手法や組織学的手
法では取得困難な創傷治癒とコラーゲン動
態のダイナミクスに関して知見を得る。さら
に、動物モデルの治癒過程を制御することに
より、意図的に肥厚性瘢痕やケロイドを形成
し、その発生メカニズムにおけるコラーゲン
の関与を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
 生体コラーゲン顕微鏡は、コラーゲン特有
の生体 SHG光を検出することにより、生体組
織におけるコラーゲン分布を選択的に可視
化する。SHG 光（第 2 高調波発生光）は偶数
次（2 次）の非線形光学現象であり、光波長
オーダーで反転対称性を持つ物質に対して
は禁制となって SHG 光は発生しない。また、
反転対称性を持たない物質であってもそれ
らが結合して対称中心を持つようになった
場合や、ランダムに配向した場合にも発生し
ない。したがって、SHG 光が最も効率よく発
生するのは、対称中心を持たない物質が規則
正しく配向しているときである。生体構成物
質の中でこの条件を最も良く満たしている
のが、コラーゲンである。コラーゲンの基本
構造は、（光波長オーダーの反転対称性を持
たない）ポリペプチド鎖３重らせん構造から
なるトロポコラーゲン（コラーゲン分子）で
あり、これが規則的に順次集合して階層的に

太くなっていく。このようなコラーゲン構造
が、高い２次の非線形光学特性を示すことに
なり、生体 SHG 光を発生させる。厳密には,
コラーゲン以外に筋肉フィラメントや微小
管といった生体構成物質も SHG光を発生させ
るが、特にコラーゲンが高い SHG発生効率を
有している上に、皮膚におけるこれらの物質
の含有率を考慮すると、皮膚からの生体 SHG
光は真皮コラーゲン由来のものであると言
える。 
 図１は、生体コラーゲン顕微鏡の原理を示
している。皮膚にフェムト秒パルスレーザー
光を照射した場合、コラーゲンは真皮のみに
局在しているので、生体 SHG 光を検出するこ
とにより真皮コラーゲン線維の選択的計測
が可能になる。また、近赤外超短パルス光の
良好な生体透過性を利用すると表皮越しに
生体 SHG 光を誘起し、その後方散乱光を表皮
越しに検出できる。それ以外にも、バックグ
ラウンド光（拡散反射光、蛍光）との分離が
容易、低侵襲、深浸透性、熱的ダメージが小
さい、といった特徴を有している。また、非
線形光学効果を利用するため、SHG 発生領域
が焦点近傍（数 µm 以下）に局在され、極め
て高い空間分解能での３次元イメージング
が可能である。さらに、コラーゲン固有の非
線形光学特性を利用するため組織染色が不
要であり、生きたありのままの状態での測定
が可能である。このようして得られる生体
SHG 光の強度はコラーゲン濃度に依存してい
るので、その強度情報からコラーゲン濃度分
布を可視化できる。さらに、生体 SHG光の発
生効率がレーザー偏光角とコラーゲン配向
角の関係に強く依存する特性（両者が平行な
場合には強い生体 SHG 光が発生し、直交した
場合には非常に微弱となる）を利用すると、
SHG 光の偏光解析からコラーゲン配向状態を
評価することも可能である。このように、非
接触リモート・非侵襲・非染色・リアルタイ
ムで選択的にコラーゲンの濃度分布及び配
向構造を可視化可能な技術はこれまで確立

図１ 生体コラーゲン顕微鏡 



 

 

されておらず、本技術の独創性は極めて高い。
また、生体透過性の優れた 1250nm 帯フェム
ト秒レーザー光源と高感度検出システムの
利用により、生体 SHGイメージングとしては
極めて良好な測定可能深度を実現しており、
その有用性も高い。 
上述の生体コラーゲン顕微鏡を、創傷治癒過
程のモニタリングに適用する。動物を用いた
創傷モデルとして、ラット熱傷モデルを用い
る。同一創傷部位に対して、炎症期〜増殖期
〜瘢痕期の各段階におけるコラーゲン動態
（濃度、高次構造、配向）を 3次元マッピン
グし、その時系列変化を可視化する。並列し
て、病理組織学的検査を行い、生体コラーゲ
ン顕微鏡との整合性を評価する。更に、ラッ
ト熱傷モデルの治癒過程を意図的に遅延制
御することにより、肥厚性瘢痕やケロイドの
発生プロセスにおけるコラーゲン動態を明
らかにする。 
 
４．研究成果 
(a)ラット熱傷モデルに対する生体コラーゲ
ン顕微鏡の有用性評価 
 実験に先立ち、大阪大学大学院基礎工学研
究科動物実験倫理委員会の承認を得た。実験
動物には wistar 系ラット (オス、250-300 g、
10 週齢) を用い、動物飼育室で一定環境下に
て飼育し、1 週間順応させた後、健康なラッ
トを実験に用いた。飼育期間中、飲水および
固形飼料は自由摂取させる。熱傷作製前日、
イソフルラン (導入濃度 4-5 %、維持濃度
2-3 %) による吸入麻酔下で、ラット背部を
安全カミソリ及び除毛クリームで広く除毛
する。熱傷作製時は鎮痛及び麻酔のため、イ
ソフルランによる導入麻酔下で、ドミトール 
(0.15 mg/kg)、ドルミカム (2 mg/kg)、ベト
ルファノール (5 mg/kg) の 3 種混合麻酔を
腹腔内注射した後、熱傷作製を行った。熱傷
作製は Walker-Mason のテンプレートを用い
て行われ、浅 II度熱傷(SDB；70 ℃の湯に 10 
s)、深 II 度熱傷(DDB；78 ℃の湯に 10 s)、
III度熱傷(DB；90 ℃の湯に 10 s) の各熱傷
を作製した。熱傷面積は 1 %TBSA (total body 
surface area) 以内とし、熱傷作製後、水分
補給のため、生理食塩水 (50 cc/kg) を腹腔
内投与した。 SHGイメージングは in situに
て行い、測定終了後はソムノペンチルの過剰
投与 (75 mg/kg) による安楽死処置を行った。 
 図 2 に, 各熱傷サンプルにおける in situ
大 面 積 SHG イ メ ー ジを 示 す （ サ イ ズ
2.4mm*2.4mm）。 測定した皮膚深度は 80µm で
ある。 対物レンズ直後におけるレーザーパ
ワーを変化させることによりコントラスト
を調整し、真皮層におけるコラーゲンの線維
構造を明確にしている。イメージのグレース
ケールは、入射レーザー光強度の違いを補正
し、各イメージ共通の SHG強度となっている。 

各画像を比較すると、コントロール（熱傷無
し）に関してはコラーゲンが線維状の構造を
示しているのに対し、SDB、DDBでは熱ダメー
ジに伴い、線維状の構造が崩壊し、テクスチ
ャ構造が画像全体で見られた。 DDBにおける
テクスチャ構造は、SDB で見られるものより
細かい構造を示していた。 DB に関しては、
コラーゲンは完全に変性しており、SHG 信号
はほとんど観測されなかった。 

 
 ここで、生体 SHG 光の発生メカニズムとコ
ラーゲン熱変性の関係に注目してみる。コラ
ーゲン分子は非中心対称性を有するポリペ
プチド鎖 3重螺旋構造をとるため、コラーゲ
ン分子に超短パルスレーザー光を照射する
ことで生体 SHG 光が発生する。一方、生体内
のコラーゲン分子は 60〜70 ℃で熱変性によ
る分子構造変化を起こすことが知られてい
る。この熱変性により、3 重螺旋構造がほど
け、ランダムなコイル状の構造へと変化する。
この構造変化によりコラーゲン分子の非中
心対称性構造が失われると、SHG 光の発生が
禁制となる。図２において、熱傷深度に依存
した SHG 光強度の減尐は、このような過程が
組織レベルで進行していることを示唆して
おり、熱傷診断用光プローブとして有用であ
ることを示している。 
 (b)ラット熱傷モデルにおける熱傷治癒過
程の時系列モニタリング 
 図３に深Ⅱ度熱傷を作製したラット背中
皮膚における真皮コラーゲン構造の経時変
化を示す (イメージ領域 600µm×600µm, 測

図２ ラット熱傷モデルの大面積 SHGイメ
ージング結果。(a)コントロール、(b)SDB、
(c)DDB、(d)DB。 

 



 

 

定深度 100µm) 。図 3(a) の熱傷非作製サン
プルのコントロールでは、線維状のコラーゲ
ン構造が確認できる。 一方、 図 3(b) の深
Ⅱ度熱傷作製直後では,コラーゲン線維束が
凝集し、クラック構造が見てとれる。図 3(c) 
の熱傷作製から 7日後では、細いコラーゲン
線維が粗に分布している様子が確認できる
が、これは損傷コラーゲンが分解された後, 
新たに産出された新生コラーゲンであると
考えられる。図 3(d) の熱傷作製から 14日後
では、新生コラーゲンの密度が増大するとと
もに、構造的成熟度を増し、太く発達してい
る様子が確認できる。しかし、その構造分布
は 図 3(a) のコントロール・サンプルと比較
すると、構造的に未成熟であった。 
 

図３ SDB治癒過程の時系列モニタリング。
(a)コントロール、(b)熱傷作成直後、(c) 熱
傷作成７日後、(d) 熱傷作成 14 日後。 
 
 次に, 実験終了後に採取した組織切片サ
ンプルをワンギーソン染色（コラーゲン: 赤
色、細胞核: 黒褐色）し、光学顕微鏡で観測
した。図 4(a)および(b)は、深Ⅱ度熱傷作製
7 日後および 14 日後の染色画像である。両サ
ンプルともコラーゲンは真皮層に高密度で
分布しているが、7 日後のサンプルでは表皮
層と真皮層の間に新たな層 (*) が形成され
た。この層は、細いコラーゲン線維が分布し
ていることから、肉芽組織であると考えられ
る。図 3(c) の細いコラーゲン線維の粗な分
布は、この肉芽組織層を可視化していると考
えられる。14日後では、この層に分布するコ
ラーゲン線維の太さおよび密度が共に上昇
していることが染色像から確認でき、これは
図 3(d)の SHGイメージの変化と良く一致して
いる。このように、生体コラーゲン顕微鏡を
用いた in situ時系列モニタリングから、肉
芽組織における新生コラーゲンの産生およ
び成熟していく様子が確認された。これらの

肉芽組織形成は、炎症期から増殖期における
治癒状態を反映した特徴的現象であること
から、生体コラーゲン顕微鏡は創傷治癒過程
の非侵襲モニタリングに有用であると考え
られる。 

図４ 深Ⅱ度熱傷サンプル組織切片のワ
ンギーソン染色像。(a)熱傷作成７日後、(b) 
熱傷作成 14 日後。 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
 
〔雑誌論文〕（計 5 件） 
① R. Tanaka, S. Fukushima, K. Sasaki, Y. 

Tanaka, H. Murota, T. Matsumoto, T. 
Araki, and T. Yasui, "In vivo 
visualization of dermal collagen fiber 
in skin burn by collagen-sensitive 
second-harmonic- generation 
microscopy", J. Biomed. Opt., 査読有, 
Vol. 18, No. 6, art.061231 (2013) 
DOI: 10.1117/1.JBO.18.6.061231 

② T. Yasui, M. Yonetsu, R. Tanaka, Y. 
Tanaka, S. Fukushima, T. Yamashita, Y. 
Ogura, T. Hirao, H. Murota, and T. Araki, 
“in vivo observation of age- related 
structural changes of dermal collagen 
in human facial skin using 
collagen-sensitive second harmonic 
generation microscope equipped with 
1250-nm mode-locked Cr:Forsterite 
laser”, J. Biomed. Opt., 査読有, Vol. 
18, No. 3, art. 031108 (2013) 
DOI：10.1117/ 1.JBO.18.3.031108 

③ 田中佑治, 長谷栄治, 福島修一郎, 荒木
勉, 安井武史, "高速・直交偏光分解第2
高調波発生光顕微鏡を用いたコラーゲン
配向のin vivoイメージング", 生体医工
学, 査読有, Vol.51, No. 1, pp.38-45 
(2013). 

④ 安井武史, "生体コラーゲンSHG (第 2 高
調波発生光)顕微鏡”, 光技術コンタク
ト, 査読無, Vol. 50, pp.16-22 (2012). 

⑤ 山下豊信, 安井武史, "紫外線による肌内
部ダメージを可視化する技術の開発", 



 

 

FRANGRANCE JOURNAL, 査 読 無  Vol.7, 
pp.25-31 (2011). 

 
〔学会発表〕（計 20件） 
① Y. Tanaka, E. Hase, S. Fukushima, T. 

Yasui, and T. Araki, "In vivo imaging 
of collagen fiber orientation with 
rapid polarization- resolved SHG 
microscopy, BiOS 2013 (Photonic West 
2013), 2013/2/3, The Moscone Center (
ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ・USA). 

② T. Yasui, R. Tanaka, E. Hase, S. 
Fukushima, and T. Araki, ” In vivo 
imaging of dermal collagen in skin burn 
by collagen-sensitive second- 
harmonic-generation microscopy”, 
BiOS 2013 (Photonic West 2013), 
2013/2/3, The Moscone Center (ｻﾝﾌﾗﾝｼ
ｽｺ・USA) 

③ (招待講演)安井武史, "生体コラーゲン
顕微鏡",日本生体医工学会専門別研究会
バイオメカニクス研究会第146回研究会, 
2013/1/25, 徳島大学 (徳島市). 

④ 長谷栄治, 田仲亮介, 福島修一郎, 荒木
勉, 安井武史, "SHG(第2 高調波発生光)
顕微鏡を用いた熱傷治癒過程における真
皮コラーゲン動態の可視化”, Optics & 
Photonics Japan 2012, 2012/10/25, タ
ワーホール船堀 (東京都). 

⑤ 田中佑治, 長谷栄治, 福島修一郎, 安井
武史,荒木勉, "高速偏光分解SHG（第2 高
調波発生光）顕微鏡を用いた真皮コラー
ゲン配向の in vivoイメージング ", 
Optics & Photonics Japan 2012, 
2012/10/25, タワーホール船堀 (東京都
). 

⑥ 田中佑治, 長谷栄治, 福島修一郎, 安井
武史, 荒木勉, "高速偏光分解SHG（第二
高調波発生光）顕微鏡を用いたラット皮
膚in vivoコラーゲン配向イメージング
”, 生体医工学シンポジウム 2012,  
2012/9/8, 大阪大学(豊中市). 

⑦ 田中佑治, 長谷栄治, 田中亮介, 福島修
一郎,安井武史, 荒木勉, "電気光学的偏
光変調による偏光分解SHG（第２高調波発
生光）顕微鏡の高速化", 第59回応用物理
学関係連合講演会, 2012/3/16, 早稲田
大学(東京都). 

⑧ T. Yasui, M. Yonetsu, R, Tanaka, S. 
Fukushima, T. Yamashita, Y. Ogura, T. 
Hirao, and T. Araki,  "Application of 
second-harmonic generation microscopy 
for in vivo observation of structural 
change in human dermal collagen fiber 
caused by aging and/or UV exposure”, 
BiOS 2012 (Photonic West 2012), 

2012/1/22, The Moscone Center (ｻﾝﾌﾗﾝ
ｼｽｺ・USA). 

⑨ 田仲亮介, 福島修一郎, 安井武史, 荒木
勉, "第2高調波発生顕微鏡を用 いた熱
傷治癒過程のモニタリング”, 第24回バ
イオエンジニアリング講演会, 2012/1/7, 
大阪大学（豊中市）. 

⑩ 田中佑治, 長谷栄治, 田仲亮介, 福島修
一郎,安井武史, 荒木勉, "電気光学的高
速偏光変調を用いた 偏光分解 SHG(第2
高調波発生光 )顕微鏡”, Optics & 
Photonics Japan 2011, 2011/11/30, 大
阪大学(豊中市). 

⑪ (招待講演)安井武史, "生体コラーゲン
SHG顕微鏡”, 光材料・応用技術研究会 
第三回研究会『メディカルフォトニクス
と光ビジネス』, 2011/11/18, 烟河（亀
岡市）. 

⑫ R. Tanaka, T. Yasui, S. Fukushima, and 
T. Araki, "In vivo observation of skin 
burn using collagen-sensitive 
second-harmonic-generation 
microscopy", Pacific Rim Conference on 
Lasers and Electro-Optics 2011, 
2011/8/29, シドニー国際会議場(シドニ
ー). 

⑬ (招待講演)安井武史, "生体コラーゲン
顕微鏡を用いたin vivo皮膚計測”, 第
44回光学五学会関西支部連合講演会, 
2011/1/29, 大阪市立大学文化交流セン
ター(大阪市). 

⑭ 田仲亮介, 福島修一郎, 安井武史, 荒木
勉, "第2高調波発生顕微鏡を用いたコラ
ーゲン熱変性のモニタリング", 日本機
械学会第23回バイオエンジニアリング講
演会, 2011/1/8, 熊本大学(熊本市). 

⑮ 安井武史, 米津真人, 山下豊信, 小倉有
紀, 平尾哲二, 荒木勉, "生体コラーゲ
ン SHG 顕微鏡を用いたヒト皮膚の in 
vivo 観察", Optics & Photonics Japan 
2010, 2010/11/9, 中央大学駿河台記念
館(東京都). 

⑯ 田仲亮介, 安井武史, 福島修一郎, 荒木
勉, "生体コラーゲンSHG嫌疑鏡を用いた
光学的熱傷診断に関する研究〜ラット熱
傷モデルのin vivo計測～", Optics & 
Photonics Japan 2010, 2010/11/9, 中央
大学駿河台記念館 (東京都). 

⑰ 田仲亮介, 安井武史, 福島修一郎, 荒木
勉, "第2高調波発生光（SHG）顕微鏡を用
いた光学的熱傷診断に関する研究", 生
体医工学シンポジウム2010, 2010/9/10, 
北海道大学（札幌市）. 

⑱ T. Yasui and T. Araki, "Visualization 
of collagen molecule orientation in 
wrinkled skin using a 
polarization-resolved 



 

 

second-harmonic- generation 
microscope”, 30th European Congress 
of Molecular Spectroscopy, 2010/9/2 (
フローレンス). 

⑲ T. Yasui, M. Yonetsu, and T. Araki, "In 
vivo visualization of dermal collagen 
fiber in human skin using 
collagen-sensitive microscopy", 第49
回日本生体医工学会大会, 2010/6/27, 
大阪国際交流センター(大阪市). 

⑳ T. Yasui, K. Sakski, R. Tanaka, S. 
Fukushima, T. Araki, "Determination of 
burn depth based on depth-resolved 
second-harmonic-generation imaging of 
dermal collagen", Biomedical Optics 
(OSA Topical Meeting and Tabletop 
Exhibit), 2010/4/11 (マイアミ・USA). 

 
〔その他〕 
ホームページ等 
http://femto.me.tokushima-u.ac.jp 
 
６．研究組織 
(1)研究代表者 

 安井 武史（YASUI TAKESHI） 

 徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス 

 研究部・教授 

 研究者番号：70314408 

(2)研究分担者 

 荒木 勉（ARAKI TSUTOMU） 

 大阪大学・大学院基礎工学研究科・教授 

 研究者番号：50136214 

 福島 修一郎（FUKUSHIMA SHU-ICHIRO） 

 大阪大学・大学院基礎工学研究科・助教 

 研究者番号：40362644 

 

(3)連携研究者 
 該当無し 

 

 
 
 
 
 

 


